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2005年の初開催から数え連続17回目の開催。同じくコロナ禍での実施となった前回より来場者数は12％増となった。喫緊の課題としての感
染症対策や東日本大震災から10年という節目の年に、会期直前に関東では10年ぶりとなる震度5強の地震が発生するなど、来場者の「危機
管理」に関する意識が高まっている。

2021
開催概要

名　　称	 危機管理産業展（RISCON	TOKYO）2021
会　　期	 2021年10月20日（水）〜22日（金）3日間　10：00〜17：00
会　　場	 東京ビッグサイト　青海展示棟
主　　催	 株式会社東京ビッグサイト
特別協力	 東京都
後　　援	 	内閣府政策統括官（防災担当）、警察庁、復興庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、気象庁、	

海上保安庁、防衛省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国消防長会、アメリカ大使館商務部、	
独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）、デジタル庁　（順不同）

協　　賛	 	（一社）日本経済団体連合会、（公社）経済同友会、日本商工会議所、全国商工会連合会、（一社）日本在外企業協会、	
（公財）公共政策調査会、（一社）全国警備業協会、（公社）日本防犯設備協会、（公財）日本消防協会、	
（一社）日本火災報知機工業会、（一財）日本防火・危機管理促進協会、（一社）日本損害保険協会、（一社）日本防衛装備工業会、	
日本赤十字社、（一社）日本ガス協会、（一社）日本原子力産業協会、（一社）日本内燃力発電設備協会、	
（一社）日本免震構造協会、（公社）日本空気清浄協会、（一社）日本オフィス家具協会、定期航空協会、	
（一社）日本ケーブルテレビ連盟、全国商店街振興組合連合会、（特非）日本データセンター協会、（特非）日本防災士会、	
（一社）電気通信事業者協会、（公社）日本ファシリティマネジメント協会、（一財）エンジニアリング協会、	
（一社）日本標識工業会、（一財）日本サイバー犯罪対策センター

運　　営	 アテックス株式会社
展示規模	 216社331小間
緊急企画展	 感染症対策TECH
緊急特別テーマ	 危機管理におけるデジタル化・DX推進
特別併催企画	 気象災害・リスク対策サミット　緊急時ライフライン確保　PPE・労働安全フェア　サイバーセキュリティワールド
特別併催企画展	 テロ対策特殊装備展（SEECAT）’21

日付
Date

天気
Weather

来場者数
Registered Visitors

前回実績　Last Time
危機管理産業展（RISCON TOKYO）2020

来場者数
Registered Visitors

10月20日（水）
October	20

晴れ
Fine 3,565 3,161

10月21日（木）
October	21

晴れのちくもり
Fine	/	Cloudy 4,139 3,630

10月22日（金）
October	22

雨
Rainy 4,201 3,818

合　計　Total 11,905 10,609
※氏名・会社名等の来場登録を行った人数。会期中1回のカウントとし、再入場は含まない。
※テロ対策特殊装備展（SEECAT）の来場者数を含む。
※プレスは含まない。

〈来場者業種別構成比〉

来場者状況

医療・福祉 1.6％

商業施設 0.3％

情報通信業 6.3％

警備 3.0％

不動産・ディベロッパー 1.6％

交通・ライフライン 1.9％

サービス・金融・コンサルタント 8.3％

町会・自治会・マンション管理組合 1.8％

建設業 4.8％

運輸業 1.8％

国・自治体
14.7％

製造業
25.1％

卸売・小売業
16.6％

その他 12.2％

RISCONのコア来場者である「国・自治体」
「製造業」の構成比がさらに上昇

Point



3

来場者アンケート集計結果
〈来場者職種別構成比〉 Q1 Q2

Q5 Q6

あなたの役職は？

Q3 今回の展示会を何で知りましたか?�（複数回答可）

あなたの職務権限は？

Q4 ご来場の主な目的は？ この展示会はあなたの役に
立ちましたか？ 次回のご来場予定は?

0 10 20 30 40

21.4％ご案内パンフレット

ホームページ

24.1％

マスメディア 1.8％

37.1％

主催者からのダイレクトメール

主催者からのメールマガジン 7.3％

検索エンジン
（Google、Yahoo等） 1.5％

13.3％知人の紹介

テロ対策特殊装備展に
来場したから 5.1％

（％）

情報システム
1.5％

生産	0.8％

施設管理
2.8％

法務・監査	0.6％

総務・経理・
人事	7.2％

その他
11.9％

公務員・公務員・
団体職員団体職員
14.8％14.8％

広報・宣伝
1.2％

営業・販売
32.4％

企画・調査	
9.1％

経営者・経営者・
役員役員

13.2％13.2％

研究・開発	
4.5％

係長・主任係長・主任
クラスクラス
24.8％24.8％

一般
32.6％

経営者経営者
（役員）（役員）
12.2％12.2％

部長・課長部長・課長
クラスクラス
30.4％30.4％

特に役割は
ない
29.5％

機器／システムを機器／システムを
利用する立場から利用する立場から

意見を言う意見を言う
17.0％17.0％

購入・導入の購入・導入の
アドバイスをアドバイスを

する立場であるする立場である
31.7％31.7％

ほぼ自分の決定ほぼ自分の決定
に従って購入・に従って購入・
導入が決まる導入が決まる

13.4％13.4％

購入・導入の最終決定を購入・導入の最終決定を
する権限を持っているする権限を持っている

8.4％8.4％

来場しない
1.0％

それほど役に
立たなかった
3.8％

必ず来場する必ず来場する
38.7％38.7％できればできれば

来場したい来場したい
60.3％60.3％

役に立った役に立った
59.0％59.0％

非常に非常に
役に立った役に立った
37.2％37.2％

セミナーに
参加するため

8.6％

その他	4.5％ 製品、サービスの製品、サービスの
購入・導入検討購入・導入検討

14.7％14.7％

製品、サービスの情報収集製品、サービスの情報収集
72.2％72.2％

本展に来場して役に立ったと回答した来場者が前回から3ポイント上昇して96.2%となった。また、99%の来場者が
次回以降も来場を希望していることからも本展への満足度の高さがうかがえる。来場者からは実演や体験型企画など
の充実を求める声が多く上がっており、実際に製品やサービスに触れることができるリアル展示会への期待も高い。

Point

RISCONには、防災・減災、セキュリティ、事業リスク対策など『危機管理』に関心が高い「公務員・団体職員」
「経営者・役員」や、一般企業の「企画・調査」「総務・人事」の担当者が業界を問わず来場。約70%が役職者で
あり製品やサービスの導入に関わっていることからも来場者の課題解決へ向けた目的意識の高さがうかがえる。

Point
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主要来場者
警察関係

警察庁
長官官房／刑事局／警備局／交通局／情報通信
局／生活安全局／関東管区警察局／皇宮警察本
部／東京都警察情報通信部／科学警察研究所／警
察大学校

警視庁
刑事部／警備部／警務部／公安部／交通部／生活
安全部／総務部／組織犯罪対策部／地域部／サイ
バーセキュリティ対策本部／第一方面本部／サイ
バー攻撃対策センター／科学捜査研究所

都道府県警察本部
愛知県／茨城県／大分県／大阪府／岡山県／沖縄
県／神奈川県／岐阜県／京都府／熊本県／埼玉
県／静岡県／千葉県／栃木県／富山県／新潟県／
福井県／福岡県／北海道／和歌山県

消防関係
総務省消防庁
国民保護・防災部／応急対策室／危険物保安室／
原因調査室／広域応援室／参事官室／地域防災
室／特殊災害室／消防大学校

東京消防庁
企画調整部／警防部／救急部／装備部／総務部／
防災部／予防部／消防技術安全所／消防学校

各県市町村消防局／消防本部
神奈川県／埼玉県／千葉県／鳥取県／熱海市／厚
木市／伊勢原市／市川市／いわき市／浦安市／小
田原市／各務原市／柏市／鹿沼市／上山市／川口
市／川越市／川崎市／行田市／桐生市／越谷市／
さいたま市／相模原市／周南市／鈴鹿市／仙台
市／匝瑳市／千葉市／栃木市／取手市／名古屋
市／習志野市／成田市／日光市／二本松市／野田
市／蓮田市／浜松市／葉山町／船橋市／町田市／
松戸市／三郷市／三島市／水戸市／焼津市／八千
代市／大和市／八女市／横須賀市／横浜市／和歌
山市／蕨市

防衛省
防衛省
統合幕僚監部／海上幕僚監部／航空幕僚監部／陸
上幕僚監部／情報本部／整備計画局／防衛政策
局／海上自衛隊／航空自衛隊／陸上自衛隊／自衛
隊指揮通信システム隊／自衛隊情報保全隊／防衛
大学校

防衛装備庁
長官官房／技術戦略部／機動技術研究部／水中対
処技術研究部／センサ研究部／装備政策部／調達
事業部／電子対処研究部／プロジェクト管理部／
誘導技術研究部／艦艇装備研究所／航空装備研究
所／次世代装備研究所／陸上装備研究所

政府関係
海上保安庁
海洋情報部／警備救難部／交通部／装備技術部／
総務部

気象庁
情報基盤部

経済産業省
関東経済産業局／製造産業局／資源エネルギー庁

厚生労働省
大臣官房／健康局／DMAT事務局

国土交通省
大臣官房／海事局／関東地方整備局／航空局／自
動車局／鉄道局

総務省
関東総合通信局／自治大学校
内閣官房
国家安全保障局／内閣サイバーセキュリティセン
ター／小型無人機等対策推進室／国土強靱化推進
室
農林水産省
農村振興局／農林水産技術会議事務局
法務省
大臣官房／矯正局／刑事局／東京出入国在留管理
局／東日本成人矯正医療センター

東京都関係
東京都
オリンピックパラリンピック準備局／下水道局／
交通局／港湾局／産業労働局／政策企画局／主税
局／総務局／福祉保健局／東京都中小企業振興公
社
区市町村危機管理担当者
足立区／荒川区／板橋区／江戸川区／大田区／葛
飾区／北区／品川区／渋谷区／新宿区／杉並区／
墨田区／世田谷区／中央区／中野区／練馬区／港
区／目黒区／狛江市／多摩市／日野市／府中市／
町田市

自治体関係
道府県危機管理担当者
岩手県／神奈川県／埼玉県／静岡県／島根県／千
葉県／新潟県／宮城県／山形県／山口県
市町村危機管理担当者
朝霞市／厚木市／市川市／磐田市／魚津市／鎌ケ
谷市／川崎市／北九州市／合志市／古河市／さい
たま市／相模原市／佐倉市／狭山市／瀬戸市／館
山市／千葉市／つくば市／つくばみらい市／豊橋
市／習志野市／西宮市／能代市／藤沢市／松戸
市／南足柄市／南相馬市／南房総市／八街市／横
浜市／栄町／清水町

関係機関・団体
宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送技術部門
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 共有船舶建造支援部
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 会場整備局
日本防災士機構 企画推進室
東京防災救急協会 防災事業課

民間企業（業種別）
製造業

アース製薬 ニューチャネル事業部
旭化成エレクトロニクス 設備エンジニアリング部
いすゞ自動車 特車営業部
出光興産 モビリティ戦略室
イトーキ セキュリティソリューション室
エスビー食品 管理サポートグループ
ENEOS 危機管理部
荏原製作所 精密カンパニー　コンポーネント事業部
大塚製薬 ニュートラシューティカルズ事業部
オカムラ パワートレーン事業部
カゴメ 東京支社　営業一部 3グループ
カワサキモータース 企画本部渉外部
キヤノン イメージソリューション第一開発企画室
キユーピー 信頼性保証部
京セラ 自動車部品営業部
クボタ 環境プラント営業部
神戸製鋼所 総務・CSR部　装備業務グループ
コニカミノルタ 画像IoTソリューション事業部
小松製作所 本社総務部

サッポロビール 総務部
サンスター 特販営業部
サントリーホールディングス 総務部
三和シヤッター工業 商品開発部
JFEスチール 環境防災部
ＪＶＣケンウッド メディア事業部
ジャパンディスプレイ 営業統括部
住友重機械工業 総務本部総務グループ
セガサミーホールディングス 総務サービス部
大王製紙 技術開発部
大正製薬 営業本部
大日本印刷 DX推進部
タツノ 営業部
帝人 コーポレート人事戦略部
テルモ 内部統制室
東京計器 電子システムカンパニー	営業部
東洋紡 AC開発研究所
東レ 経営企画室
TOTO 商品サービス統括部
凸版印刷 ソーシャルイノベーション事業部
トヨタ自動車 パワートレーン先行統括部
永谷園 業務用営業部
ニコン 投資企画部
日油 化薬事業部
日東工業 ソリューション営業部
日本製鉄 製銑部
日本化薬 東京研究事務所
日本信号 研究開発室
日本製鋼所 特機本部特機開発部
日本電気 第一都市インフラソリューション事業部
日本無線 ソリューション事業部
パナソニック スマートエネルギーシステム事業部
日立製作所 フィジカルセキュリティソリューション部
日野自動車 お客様担当部
ブラザー工業 新規事業推進部
ブラザー工業 新規事業推進部
ホーチキ マーケティング商品企画室
堀場製作所 管理本部
本田技研工業 ライフクリエーション事業本部
前田工繊 不織布営業部
マルハニチロ 総務部
ミズノ 営業統括本部
三井E&Sホールディングス 人事総務部
三井化学 総務・人事グループ
三菱重工業 防衛宇宙セグメント特殊車両事業部
三菱電機 防衛システム事業部
三菱ふそうトラック・バス 特販部
ミドリ安全 セフティ＆ヘルス統括部
明治 品質保証部
明電舎 社会インフラシステム事業本部
森永製菓 総務部
ヤンマー建機 営業推進部汎用促進G
ユニチカ 不織布事業部
ＬＩＸＩＬ LHTJ	商品開発本部
リコージャパン スマート＆エネルギー事業部
YKK 東日本営業部

卸売・小売・商業施設
アスクル ASKUL事業本部
イオンリテール 建設部
伊藤忠商事 ファッションアパレル第一部
いなげや 総務部
因幡電機産業 電子営業部
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岩谷産業 生活物資本部
ウエルシア薬局 総務部
内田洋行 経営企画部
オイシックス・ラ・大地 リスク管理委員会
オリエンタルランド セキュリティ部
カインズ 総務部
京王百貨店 総務部
コスモ石油販売 CSR統括部
ジャパン建材 住設部電材課
JALUX 空港事業開発部
住友商事 災害・安全対策推進部
西友 ガバナンス本部リスク・コンプライアンス部
セブン&アイ・ホールディングス 総務部渉外
全日空商事 サステナビリティ推進部
大庄 内部監査部
ダイナム リスク管理部
大丸松坂屋百貨店 法人外商事業部
デンソーソリューション 販売店部
東急 リテール事業部
東急ハンズ 商品戦略部
東京電力エナジーパートナー 販売本部商品開発室
トヨタモビリティパーツ 商品統括部
日通商事 整備製作部
廣瀬商会 食品防災部
マルイファシリティーズ 安全管理部
三井不動産商業マネジメント 施設管理本部業務推進室品質管理・環境推進課
三越伊勢丹 ビジネスソリューション事業部
ヤオコー 内部統制室
ヤマダデンキ 法人事業部
ユアサ商事 レジリエンス＆セキュリティ室
ユニマットプレシャス マリーン事業部
ヨークベニマル 総務室
菱電商事 東日本支社

交通・ライフライン・運輸業
ASKULLOGIST 人事総務部
INPEX HSEユニット
AirAsiaX Head	quarter	Security
小田急電鉄 安全・技術部
関西電力 ソリューション本部
京王自動車 総務部
京王電鉄 総務・危機管理部
京浜急行電鉄 総務部リスク管理課
佐川急便 CSR推進部
首都高速道路 防災対策課
商船三井 フェリー・関連事業部
ゼロ 総務部
センコー 安全品質環境管理部
中国電力ネットワーク 企画部
中部電力 事業創造本部
電源開発 風力事業部
東海旅客鉄道 技術開発部
東京ガス 導管部
東京地下鉄 鉄道本部安全・技術部
東京電力ホールディングス 防災産業推進室
東芝インフラシステムズ 電波システム事業部
東電タウンプランニング ＣＳ事業本部　アセットサービス部
東武鉄道 総務法務部
東北電力ネットワーク 配電部
西日本高速道路 東京事務所
西日本旅客鉄道 安全推進部
日本梱包運輸倉庫 倉庫営業部
日本通運 公用営業部

日本貨物鉄道 リスク統括本部　危機管理部
ネクスコ東日本エンジニアリング 技術開発推進部
Peach･Aviation 空港業務推進部
東日本高速道路 事業創造部
東日本旅客鉄道 安全研究所
日立物流南関東 安全品質環境部
フェデックス 日本地区地上業務部
フェデラルエクスプレスジャパン 日本地区地上業務
丸和運輸機関 BCP物流支援企画部
三菱倉庫 企画業務部
ヤマト運輸 コンプライアンス・リスク統括部
流通サービス 事業運営推進部

情報通信
アイコム 第 1ソフト設計部
アイテック阪急阪神 フィールドサポート部
インターネットイニシアティブ 公共システム事業部DX推進企画室
NECソリューションイノベータ 社会インフラソリューション事業部
エヌ・ティ・ティ・データ 観光・防災推進担当
大塚商会 ネットワークインフラ課
加賀電子 通信事業部
キヤノンマーケティングジャパン 自治体プロジェクト推進室
KDDI 運用管理部ネットワーク強靭化推進室
サイボウズ ビジネスマーケティング本部
システナ ITマネジメント事業本部
ソフトバンク コーポレートセキュリティ部
テレビ朝日 報道局編集資料センター
東芝ITサービス 営業企画
トランス・コスモス BPOS統括　事業推進本部　業務推進部
日本電信電話 総務部門総務担当
日本ヒューレット・パッカード プラットフォーム第二部
日本ユニシス 戦略事業推進第一本部
野村総合研究所 生産革新本部
富士通 防災システム事業部
富士通エフサス FS本部ファシリティビジネス推進統括部
フジテレビジョン 総務局　警備・車両統括部
毎日新聞社 営業総本部
三菱電機 防衛システム事業部
ヤフー オフィス最適化推進部

建設・不動産
朝日工業社 本社総務部
安藤ハザマ 本社直轄　工事監理部
エイブルホールディングス 危機管理室
応用地質 情報システム事業部
大林組 西日本ロボティクスセンター
鹿島建設 建築管理本部建築技術部
関電工 技術研究所
五洋建設 船舶機械部
清水建設 総務部
住友林業 総務部
大気社 経営企画本部
ダイキンエアテクノ 安全品質管理本部
大成建設 リニューアル本部
ダイダン 東京本社技術第 4部
竹中工務店 エンジニアリング本部
東急コミュニティー ビル事業本部第一事業部企画課
東京建物 総務コンプライアンス部
東京パワーテクノロジー 火力産業プラント事業部
東京不動産管理 技術部
東芝エネルギーシステムズ 原子力フィールド技術部　安全放射線管理技術グループ
東洋エンジニアリング 危機管理室
トーエネック エネルギー事業部

戸田建設 危機管理室
日揮ホールディングス 輸出管理チーム
日建設計 設備設計部門　設備設計部
ニッタン 特殊防災事業部
野村不動産ソリューションズ 総務コンプライアンス部
三井不動産 ビルディング本部運営企画部
森ビル 商業施設事業部
URコミュニティ 総務部

医療・福祉
関東労災病院 看護部
杏林大学医学部附属病院 高度救命救急センター
熊本大学病院 災害医療教育研究センター
国立病院機構本部DMAT事務局 災害医療課
順天堂大学医学部附属浦安病院 総務課
聖路加国際大学 管財課
SOMPOケア 管理部
TBSホールディングス 人事労政局診療所
東京医科歯科大学 災害テロ対策室
東京都医師会 救急委員会
東京都立大学 健康福祉学部放射線学科
戸田中央医科グループ 災害対策室
虎の門病院 危機管理室
長崎大学感染症共同研究拠点 施設・安全管理部門
成田赤十字病院 看護部
ニチイホールディングス 総務部
防衛医科大学校 医用工学講座

サービス・金融・コンサルタント
あいおいニッセイ同和損害保険 マーケット開発部市場開発室
足利銀行 リスク統括部
SMBC日興証券 企業公開本部
オリックス㈱ MICE–IR推進室
JTB 新宿第三事業部
静岡銀行 総務グループ
城南信用金庫 総務部
セコム 東京本部
綜合警備保障 金融法人営業室
損害保険ジャパン 企業営業第六部第一課
第一生命保険 江東支社
大樹生命保険 基盤センター
東京海上日動火災保険 dX推進部
日本銀行 業務継続企画課
ニュー・オータニ 内部統制推進室
農林中央金庫 営業第三部
日立システムズ 営業支援部
みずほ銀行 エンゲージメント第一オフィス
三井住友海上火災保険 総合営業第 2部
三井住友銀行 公務法人営業第 1部
三菱UFJ銀行 新宿新都心支店
ミリアルリゾートホテルズ セキュリティ部
ゆうちょ銀行 ATM事業部
横浜銀行 リスク管理部
吉野家ホールディングス グループ管理本部総務
りそな銀行 神田支店

その他
相模女子大学 学芸学部
東京大学 総務部
東洋大学 産官学連携推進センター
明治学院大学 文学部
足利大学 総合研究センター
芝浦工業大学 施設管財部管財課
山口大学 大学院創成科学研究科
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〈主要出展製品〉　
防災・減災　〜あらゆる災害に対応するための備え〜
★〈特別テーマ〉避難所運営・資機材 避難所用間仕切り、避難所用設備・機器、生活用品衛生資材

地震・津波・火山対策 耐震技術・装置、免震技術・装置、制震技術・装置、転倒防止器具、被害予測・情報収集、
被害予測・シミュレーション／情報収集、災害コンテナ　など

防火・大規模火災対策 防火・耐熱服、災害用手袋　など

避難・救助・救急医療 救助資機材／搬送機器、救命胴衣／救助ボート、防災用テント、防災設備、多用途車両、避難誘導塔、
バリアフリー資機材、トレーラーハウス、投光器　など

備蓄品・非常食 長期保存食、レトルト食品、インスタント食品、缶詰、備蓄水、防災用ECサイト、防災トイレ　など
国土強靭化・重要インフラの機能維持 インフラ補強・メンテナンス　など
災害対策ロボット・ドローン・ビークル ロボット・ドローン・ビークル、車両・バイク・自転車、船舶・ボート、船外機　など

自治体/機関/団体によるアイデア防災製品 防災産業を支援する自治体・機関・団体のPR、
アイデア防災製品・技術・サービスを扱う企業の集合体　など

その他災害対策 上記に分類されない災害対策用資機材・サービス　など

事業リスク対策　〜自治体・企業活動を取り巻くあらゆるリスクに対処する〜
BCP・BCM策定運用 BCP・BCM策定支援／運用支援、循環型手洗器、移動電源車　	など
その他リスク対策 上記に分類されない事業リスク対策資機材・サービス　など

セキュリティ　〜防犯対策・セキュリティ製品・システム・サービスを提案〜
★〈特別テーマ〉駅・空港・商業施設・
イベントのセキュリティ 爆発物検査装置、排水ポンプ、防犯装置　など

監視・警戒システム／カメラ 監視・防犯カメラ／ダミーカメラ、画像改善・解析装置、遠隔監視システム、
防犯システム構築・サービス、防振双眼鏡、工業用内視鏡、車番認識システム　など

防犯対策・盗難対策 防犯装備・護身具、警報機器、防犯灯、防刃・防犯資機材、害獣対策ネット　など
警備サービス・特殊装備 警備用装備品、スコープ、ヘルメット、フラッシュライト　など
その他セキュリティ対策 上記に分類されないセキュリティ資機材・サービス　など

　　　  【緊急企画展】　感染症対策TECH　〜経済活動の現場にフォーカスした感染症対策を提案〜

飛沫感染予防 マスク、フェイスシールド、パーテーション、スクリーン、防護服、手袋、
救急隊感染防止衣、非接触体温計、マスクテスター、飛沫収集器　など

殺菌・検査装置 殺菌・滅菌・除菌装置、光触媒、感染症検査機器、	簡易検査、分析装置、
紫外線照射装置、環境洗浄除菌剤、手指消毒ディスペンサー　など

除菌水・抗菌製品 マスク、ウイルスカバー、カウンタークロス、拭きとりシート、PETフィルム、不織布、分散液、
マスターパッチ、アルコール製剤、防護服、空間洗浄装置　など

非接触 消毒体温測定装置　など
その他 関連サービス 検査、診断、清掃、空間除菌、ドローン消毒散布　など

　　　  【緊急特別テーマ】　危機管理におけるデジタル化・DX推進　〜デジタル化とデータ活用で人材不足解消と新価値創造へ〜

危機管理における
デジタル化・DX推進の提案

防災分野、セキュリティ分野のデジタル化・DX推進、行政手続きの業務効率化・
オンライン化、安全管理システム、データ一元化、VRゴーグル、VR関連機器、
QRコードシステム、防災アラート、災害用ディスプレイ、AI翻訳ツール

【特別併催企画】　気象災害・リスク対策サミット　〜激甚化する気象災害対策と気象データの活用を提案〜
台風・豪雨による風水害対策 救難用ボート、水陸両用車両、小型消防車両、排水装置、送風機　など

気象測器・装置 航空気象観測システム、鉄道気象観測システム、道路気象観測システム、
防災気象観測システム、気象観測用センサー、避難誘導用ドローン　など

その他気象災害対策 その他の「気象」に関わる災害対策全般

【特別併催企画】　緊急時ライフライン確保　〜災害時の電気・エネルギーの確保と情報発信・通信を提案〜

停電対策・非常用電源 移動電源車、水発電機、空気発電機、バッテリー、洗浄装置、自動給油システム、ポータブル電源、
ソーラーパネル、外部給電器、除雪機、電動二輪車、充電式LED投光器　など

ガソリン・燃料の備蓄・確保 ガス発電機、重油ろ過装置　など
緊急時の通信確保 自治体向けwebサイト　など

【特別併催企画】　PPE・労働安全フェア　〜働く人の安全・安心・快適を提案〜

PPE（個人用防護具）
ヘルメット、保護めがね（ゴーグル、防災面など）、呼吸用保護具（防塵・防毒マスクなど）、防護手袋
（耐切創手袋、耐熱・耐寒手袋など）、防護服（化学防護服、難燃服など）、ロープ、
ホイッスル　など

労働災害防止 VR災害体験機、災害対応訓練システム、警告センサ　など
その他労働安全対策 その他の「労働安全」に関わる災害対策全般

【特別併催企画】　サイバーセキュリティワールド　〜中小企業・自治体向けサイバーセキュリティ対策を提案〜
中小企業向けソフト・ハード サイバーセキュリティ対策全般　など自治体向けソフト・ハード

展示構成

NEW

NEW
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出展者アンケート集計結果
Q1

Q3

Q4

Q2

今回出展されるに至ったきっかけ

会期中における来場者との
商談について

出展の成果について

本展示会の来場者数について

1 商談の場として

4 新製品発表の場として

2 新規顧客獲得の場として

5 販売促進/PRの場として

3 既存客へのアピールの場として

6 製品に対する来場者からの意見収集の場として

出展の案内をDMで受け取って	9.7％

業界紙等の開催告知記事を見て	6.3％

毎年出展
している
48.6％

その他
10.4％

取引先・関係先の紹介	11.1％

主催者関係者の紹介	7.6％

評判を聞いて	6.3％

●自由意見
・感染対策が徹底していた。防災・減災関係の展示が充実していた。
・	他の展示会より来場者も多く、感染対策もしっかりしているので、安
心して参加ができた。来場者の危機意識も高く、非常に良かった。

・	様々な大手企業が全国より来場していた。またマスコミへのPRがで
きた。

・	別の展示会では来場されないような方も多く来ていて来場者の質が良
かった。

商談があった商談があった
77.0％77.0％

商談は
なかった
23.0％

期待以下
であった
8.6％

期待以上期待以上
であったであった
20.9％20.9％

期待どおりであった期待どおりであった
70.5％70.5％

期待以上期待以上
であったであった
19.2％19.2％

期待どおりであった期待どおりであった
73.9％73.9％

期待以下
であった
6.9％

期待どおりであった期待どおりであった
63.3％63.3％

期待以下
であった
14.4％

期待以上期待以上
であったであった
22.3％22.3％

期待どおりであった期待どおりであった
72.9％72.9％

期待以下
であった
17.3％

期待以上期待以上
であったであった
9.8％9.8％

期待どおりであった期待どおりであった
64.5％64.5％

期待以下
であった
19.6％

期待以上期待以上
であったであった
15.9％15.9％

期待どおりであった期待どおりであった
72.8％72.8％

期待以下
であった
9.6％

期待以上期待以上
であったであった
17.6％17.6％

2年連続のコロナ禍での開催にも関わらず出展規模は前回比45社77小間増となった。昨年から商談機会が激減する中で、出展者か
らはPRの場を求める積極的な声が多数寄せられており、来場者と対面で商談ができるリアル展示会への期待も高い。会期中は質
の高い来場者との商談が随所に見られ、出展者アンケートについては「期待以上」の回答比率が全項目において増加となった。

Point

期待以下
であった
10.3％

期待以上期待以上
であったであった
17.6％17.6％

期待どおりであった期待どおりであった
72.1％72.1％
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セミナー

感染症対策
10
月
21
日

警備業における感染症対策とWithコロナ時代への対応 WEB動画公開
講　　　師　ＦＭ防災Lab	代表　　 上倉　 秀之 氏

感染性病原体の早期除染を実現する核酸分解可能な気相式除染装置
講　　　師　（株）シーライブ　代表取締役　 鈴木　康士 氏

10
月
22
日

大災害頻発と感染症蔓延の時代における複合災害対策
兵庫県立大学減災復興政策研究科　研究科長　 室﨑　益輝 氏

COVID19における日本の「出口戦略」は何だったのか？　〜医療、企業、そして社会全体に求められる覚悟とこれからの対応〜
パネリスト　第37代東部方面総監、元陸将前ハーバード大学アジアセンター上席研究員 磯部　晃一 氏
パネリスト　	（医）医凰会　医療危機管理部	部長　環境適応医学研究所　所長　日本総合研究所　客員研究参与	

日本医師会	総合政策研究機構　客員研究員　 秋冨　慎司 氏
パネリスト　（株）	i-tec	24　代表取締役　（一社）日本安全保障戦略研究所　研究員　 岩本由起子 氏
進　　　行　（株）新建新聞社取締役専務　リスク対策.com編集長　 中澤　幸介 氏

デジタル化・DX推進
10
月
20
日

環境省「気候変動影響評価報告書」から考える災害激甚化と防災対策
講　　　師　（株）JX通信社　マーケティング・セールス局　マーケティングマネージャー　 松本健太郎 氏

10
月
22
日

電気・電話・ネット遮断時にも強い発想のセキュリティシステム
講　　　師　A・Tコミュニケーションズ（株）　代表取締役社長 　東　　陽一 氏

熱海・伊豆山土砂災害の衝撃 災害タイムラインで振り返る 7 月 3 日
講　　　師　（株）JX通信社　マーケティング・セールス局　マーケティングマネージャー 松本健太郎 氏

10
月
21
日

中小企業の情報セキュリティガイドライン
講　　　師　（（独）情報処理推進機構（IPA）　セキュリティセンター企画部	中小企業支援グループ　 佐藤　裕一 氏

ハザードビッグデータが推進する防災DX　〜「情報」がBCPを推進し、従業員の意識を変える〜
講　　　師　（株）JX通信社　マーケティング・セールス局　マーケティングマネージャー　 松本健太郎 氏

産業分野におけるサイバーセキュリティ政策
経済産業省　商務情報政策局　サイバーセキュリティ課　課長補佐　 石垣　　要 氏

ライフライン
10
月
21
日

災害時、避難時における水発電機の有用性と可能性について
講　　　師　E.F.E（株）　代表取締役　 千葉　卓弥 氏

10
月
22
日

災害時、避難時における水発電機の有用性と可能性について
講　　　師　E.F.E（株）　代表取締役　 千葉　卓弥 氏

気象災害・リスク対策
10
月
20
日

激甚化する災害と防災気象情報
講　　　師　気象庁　大気海洋部　気象リスク対策課　水害対策気象官　 舘野　　聡 氏

アンサンブル予報を用いたリスクマネジメント
講　　　師　気象庁　気象研究所　応用気象研究部長　 加藤　輝之 氏

10
月
21
日

産業における気象データを用いた気象リスク対策について
講　　　師　（株）ウェザーニューズ　陸上気象事業部	グループリーダー 遠山　雅之 氏
講　　　師　佐川急便（株）　CSR推進部　事業継続推進課	課長　 上野　　潤 氏
講　　　師　（株）Spectee　代表取締役　CEO　  村上建治郎 氏

10
月
22
日

大規模災害に対する国土交通省の取組について
講　　　師　国土交通省　水管理・国土保全局防災課　課長補佐 野村　文彦 氏

スペシャルカンファレンス

10
月
20
日

歴史的転換期となるか。激化する米中対立と日本の役割 WEB動画公開
ゲ　ス　ト　立命館大学　客員教授　 薮中三十二 氏
ホ　ス　ト　帝京大学　名誉教授　 志方　俊之 氏

新型コロナウイルス感染症対策最前線
講　　　師　東京慈恵会医科大学　感染制御科　教授　 吉田　正樹 氏

危機に強いサステナブルな都市・東京へ　〜デジタルとグリーンを軸にした未来戦略〜
講　　　師　東京都　副知事　 宮坂　　学 氏

首都東京の危機管理　〜複合災害（感染症×自然災害）対策の取り組み〜
パネリスト　東京都危機管理監　　 小林　　茂 氏
パネリスト　（株）セブン－イレブン・ジャパン　リスクマネジメント室　統括マネージャー　 中澤　　剛 氏
パネリスト　（株）東急総合研究所　研究部　主任研究員　 真城　源学 氏
コーディネーター　（株）新建新聞社取締役専務　リスク対策.com編集長　 中澤　幸介 氏

10
月
21
日

コロナ後の家族・社会・日本そして世界 WEB動画公開
ゲ　ス　ト　参議院議員　　 松川　るい 氏
ゲ　ス　ト　信州大学特任教授/ニューヨーク州弁護士　 山口　真由 氏
ホ　ス　ト　（公財）公共政策調査会　研究センター長 板橋　　功 氏
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10
月
21
日

消防防災分野における危険物保安・研究開発
講　　　師　総務省　消防庁　予防課危険物保安室・室長　 中本　敦也 氏

レスキューロボット開発における産学連携と点検ロボットとしての社会実装
講　　　師　愛知工業大学　工学部機械学科	教授　 奥川　雅之 氏
講　　　師　サンリツオートメイション（株）　取締役兼ソリューション部　部長　 高倉　広義 氏

防災製品大賞2021授賞式
 （一社）防災安全協会

東日本大震災10 周年-福島の食の復興の取組みと技術の進展
講　　　師　（一社）日本災害食学会　会長　 守　　茂昭 氏
講　　　師　（一社）日本災害食学会　福島大学食農学類　准教授 　石井　秀樹 氏
講　　　師　（一社）日本災害食学会　理事　 守　　真弓 氏

防災・減災
10
月
20
日

『災害現場の声から生まれた72時間連続稼働発電機』
講　　　師　（株）ジェーピージェネレーターズ　代表取締役社長　 小西　憲一 氏
講　　　師　（株）ジェーピージェネレーターズ　営業企画部部長　 大木　実紗 氏

10
月
22
日

東日本大震災から10年　今とこれから
講　　　師　復興庁　参事官　 小林　保幸 氏

サイバーセキュリティ
10
月
20
日

サイバーリスクを可視化し安定した業務遂行を目指すための解とは
講　　　師　（株）パロンゴ　代表取締役社長、CEO、CO-Founder　 近藤　　学 氏

10
月
22
日

サイバーリスクを可視化し安定した業務遂行を目指すための解とは
講　　　師　（株）パロンゴ　代表取締役社長、CEO、CO-Founder　 近藤　　学 氏

情報セキュリティ 10大脅威
講　　　師　（（独）情報処理推進機構　セキュリティセンター　 大友　更紗 氏

労働安全
10
月
22
日

呼吸用保護具のフィットテスト
講　　　師　（公社）日本保安用品協会　　 増田　庄司 氏
講　　　師　（公社）日本保安用品協会　　 佐々木　洋 氏

セキュリティ
10
月
20
日

安全対策セミナー　「危機管理マニュアル　基本編」
講　　　師　CRISIS　MANAGEMENT（株）　防災担当・顧問 小平　隆弘 氏

10
月
21
日

公共空間のセキュリティ
司　　　会　（株）プロスコープ　セキュリティ産業新聞　編集長　 野口　勇人 氏
パ ネ ラ ー　綜合警備保障（株）　営業総括部　次長（商品サービス企画担当）統合型リゾート事業推進プロジェクト員
 干場久仁雄 氏
パ ネ ラ ー　【元陸上自衛隊化学学校長　元陸将補】帝国繊維（株）　技術顧問　 岩城　征昭 氏
パ ネ ラ ー　（株）K.J.フェロー　代表取締役　 戸田　敬樹 氏

10
月
22
日

ASIS certification のご紹介 　WEB動画公開
パネリスト　Regional	Security	Manager	Japan,	Microsoft　 　野中　洋平 氏
パネリスト　Security	Supervisor　Security	Supervisor　 吉村　和利 氏
パネリスト　Vice	President,	Office	of	Global	Security,	Goldman	Sachs　 　早稲田恭子 氏
ファシリテーター　Chairman,	ASIS	International	Japan	Chapter　　 畑　　永軌 氏

10
月
22
日

ワーケーション＆ブレジャー推進の取り組み WEB動画公開
講　　　師　国土交通省観光庁　参事官（MICE担当）　 桃井　謙佑 氏

自衛隊の災害派遣活動等の現状と課題
講　　　師　元航空自衛隊　空将　統合幕僚副長　 増子　　豊 氏

事業リスク対策
10
月
20
日

Withコロナ時代における最新テレワーク動向　〜『事業継続』から未来のテレワーク活用まで〜 WEB動画公開
講　　　師　（一社）日本テレワーク協会　専務理事　 田宮　一夫 氏
講　　　師　エヌビディア合同会社　エンタープライズ事業本部　vGPUビジネス開発マネージャー　 後藤祐一郎 氏

10
月
21
日

首都直下地震発生時の帰宅困難者対策〜実効性ある対策への高度化〜
講　　　師　WOTA（株）　BB.univ	学長	/	WOTA	株式会社	防災・BCP	担当室長　 森　　　健 氏

最新のトレンドを踏まえた持続可能なBCP策定のポイント
講　　　師　東京海上ディーアール（株）　ソリューション創造本部　主幹研究員　 指田　朝久 氏

複雑化・多様化する海外でのリスク対策
講　　　師　コントロール・リスクス・グループ（株）　アソシエイト・ディレクター　 丹羽　雅彦 氏
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「東日本大震災から10年」と題して企画展示と特別セミナーを実施した。企画展示では、発災から10年間の復興に関す
る取り組みなどを映像や写真・パネルなどで紹介。また、「首都直下地震に備える」と題した企画展示エリアを設置。
出展者の協力によるパネルや製品を展示した。

首都直下に備える
参加企業 　　　　　　　　　展示製品

アイ・アール・システム ドローン搭載型ガス検知用カメラ
NCCコンサルティング 「防災トーク」安否確認・情報共有アプリ

MT–NET 法人、団体用災害対策セット
（東京都帰宅困難者対策条例対応）

カワハラ技研 備蓄型組立式個室トイレ「ほぼ紙トイレ」
関西ペイント 接触感染対策テープ　抗ウィルス〈置くだけ〉マット
四国紙販売 ライフライン遮断時に役立つ長期保管衛生用品
テザインアンド
イノベーション

炭素繊維製木造建物用柱脚部耐震補強部材
「AIプレート」

東京日穀商事 電源不要の災害対策用浄水プラント「EG�WATER」
ニッソク 昼でも夜でも安心避難「誘導シート」
ハート電機サービス 大容量ポータブルパワーステーション　1200Wh
白山工業 計測地震防災システム�VissQ（ビスキュー）

東日本大震災から10年 特別企画 企画協力：復興庁、東京都復興支援対策部、岩手県、宮城県、福島県

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 企画展示エリア
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会	警備局
の企画協力により、東京オリンピック・パラリンピック競技大会（東京
2020）にて、実際に使用されたセキュリティ関連の製品や写真を展示。
また、東京2020大会の日本人メダリストのサインボードなどの貴重なア
イテムの展示や、限定映像の上映などを実施した。

防衛省・東京消防庁による車両・装備品展示
防衛省によるNBC偵察車の展示やCBRNEレスキュー実演には多くの人が足を止めた。東京消防庁はスマートポンプ、
EV救急車の展示のほか、VR防災体験車にてVR技術を活用した地震体験を実施し、注目を集めた。
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分野 相談ポイント 出展者名
防災・減災 帰宅困難者対策対応備蓄品のセットをご用意 MT–NET
感染症対策 15年以上の信頼と実績。本質的な空気環境対策 エアロシールド
DX推進 IoTを活用した現場管理業務をデジタル化 IoTBASE
感染症対策 酸化銅不織布を用いたウィルス対策 インターマン

BCP相談コーナー
展示会場内に無料の相談コーナーを設置。来場者からの多様化するリスクに対する相談に出展者が対応した。

東京都パビリオン
関係9機関により「首都東京の危機管理」をテーマに情報発信を行った。

●東京都総務局総合防災部　　　　　●東京都都民安全推進本部　　●東京都産業労働局（サイバーセキュリティ担当）
●東京都水道局　　　　　　　　　　●東京都下水道局　　　　　　●東京消防庁
●（公財）東京都中小企業振興公社　　●警視庁　　　　　　　　　　●自衛隊東京地方協力本部

出展者名 実演製品・見どころ
愛知工業大学　
知能機械システム工学研究室 災害対応ロボット技術を活用した点検ロボットの実演

E.F.E 塩水で発電させ、携帯・照明などの稼働実演
エアロシールド ウェアラブルエアコン「Cómodo�gear」

関西ペイント販売 抗菌・抗ウィルス段ボール製簡易トイレ・ベッドの
短時間（各 1分以内）組立て

クオリティソフト アナウンサードローンと認証システムのご紹介
KEiKAコーポレーション 約 1分で組み立てられるダンボールベッド
東京日穀商事 電源不要の災害対策用浄水プラント「EG�WATER」
那波クリエイト 「除菌業務を劇的に軽減するスキーム」のご案内
古河電気工業 間仕切りにも使える避難所用の防災マット

危機管理実演・体験コーナー
展示会場内に体験コーナーを設置。最先端のロボット、ドローン実演をはじめ、
避難所用資機材の組み立てなど、来場者参加型のデモンストレーションを実施し
た。

出展者名 製品名
アキレス 医療用　陰陽圧式エアーテント　NP–45
インターマン V–LOCKS（酸化銅不織布マスク）
関西ペイント販売 抗ウィルス置くだけマット
サラヤ サラヤハンドジェルWG
日機装 オゾン水手洗い装置Handlex
日機装 空間除菌消臭装置Aeropure�M／P／S
ニッソク ソーシャルディスタンスシール
ハタヤリミテッド ハタヤ除菌照明シリーズ
トラスティア ウイルス対策除菌剤「JB–Bio」

感染症対策サポーター
展示会の感染症対策の一環として、「感染症対策サポーター企業」による関連資機材の提供やデモンストレーションを
行った。
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RISCON公式Webサイトでは、出展者専用ページの内容を一新したほか、来場者向けには来場者証の発行やセミナー
聴講予約を含む情報発信機能を一元化した「Myページ」を新設した。来場者が求める出展者を探しやすいよう検索機
能の充実とマッチング機能の強化を図り、コロナ禍で来場できなかった方向けに会期後1ヶ月間利用を延長した。

2 セミナー聴講登録・オンライン視聴
■セミナー聴講登録
Myページから全セミナー（聴講無料）の聴講予約が可能。出展者プレゼンテーションの聴講者データを出展者へ提供した。

■主催者セミナーのオンライン視聴（一部）
来場登録者限定でMyページにて6セッションをオンライン上に1ヶ月限定で公開した。

公式Webサイトの機能強化

1 オンラインマッチング

■出展者検索・マッチング申込
ソリューション別検索、出展カテゴリー別検索、見どころ検索、
フリーワード検索などの各種検索によりヒットした出展者へ、資
料請求や商談予約ができる機能を実装。

■リクエスト・提案募集
Myページ登録者からのリクエストや探している製品、課題など
を出展者へ公開。条件に合った出展者から課題解決提案を行った。

・ドローン要請訓練での練習機（トイドローン）の機体を探している。
・防災ラジオの代替方法を検討中。
・緊急時の従業員の安否確認や会社側からの緊急連絡について検討。
・	災害時の安全配慮義務についての調査。
・	避難訓練の行い方や備蓄品は何をどれくらい用意すれば良いのかについて調査。
・首都直下型地震を想定した上でのサテライトオフィスやバックアップ拠点を検討。
・BCP担当者への研修や取組について調査。実効性のある訓練について知りたい。
・豪雨災害時における排水作業をメイン機能とする積載総重量5t以下の排水ポンプ車の導入を検討。
・防災訓練時の防災関連製品のサンプル貸し出しを依頼できるパートナー探し。	 （一部抜粋）
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■広告
・業界専門紙誌

掲載日 媒体
9/25、10/5、10/15 警備新報
9/21、10/1、10/11 警備保障タイムズ
8・10・11月号 近代消防
9・10月号 セキュリティ研究

9/25、10/10 セキュリティ産業新聞

・Web広告・プレスリリース配信
媒体

Yahoo、Google、PR	TIMES、@Press、
valuepress

■メールマガジン
配信日 内容
9月3日 事前登録開始
9月29日 リスク対策com提携配信
10月8日 見どころ紹介
10月12日 併催イベント紹介
10月15日 オフィスのミカタ提携配信
10月15日 開催迫る
10月18日 月刊総務提携配信
10月19日 いよいよ明日開幕

10/20、21、22 展示会の様子
10月29日 Myページ利用延長のお知らせ
11月29日 Myページ利用終了

■パブリシティ
・テレビ

放映日 媒体
10月20日 NHK　Newsシブ5時
10月20日 TOKYO	MX　newsTOKYO	FLAG
10月20日 テレビ新潟

・専門紙誌・会報誌
掲載日 媒体
10月31日 全東京新聞
11月1日 医理産業新聞
11月5日 警備新報
11月15日 産繊新聞
11月17日 日本防災士会会報
11月19日 よみうり大江戸あんしんぶん
12月2日 水道産業新聞

・Web
掲載日 媒体
10月19日 Response
10月20日 Response
10月21日 時事通信社
10月21日 マイナビニュース
10月21日 航空新聞社
10月24日 Yahooニュース（Response）
10月24日 神戸新聞next
10月25日 ASCII.jp
11月4日 モーサイ
11月11日 Yahooニュース（乗りものニュース）
11月20日 excitニュース
11月26日 リスク対策com
11月29日 デイリースポーツ

■主な来場メディア
朝日放送グループホールディングス／イカロス出版／医理産業新聞社／医療経済出版／NHK／オーム社／ガスエネルギー新
聞／河北新報社／共同通信社／ぎょうせい／高齢者住宅新聞社／産経新聞社／JCOM／新潮社／新建新聞社／石油産業新聞社／
TBSラジオ／テレビ新潟／テレビ東京／長野朝日放送／日刊建設通信新聞社／日刊工業新聞社／日刊自動車新聞社／日刊現代／
日本金融通信社／日本経済新聞社／日本工業出版／日本テレビ放送網／日本ビル新聞社／燃料油脂新聞社／毎日新聞社／読売新
聞東京本社　ほか
【プレス来場者数183名】

1  来場誘致広告、パブリシティ（記事掲載・テレビ放映）、メールマガジン

2  案内パンフレットの配布、プレスリリースの発行
■案内パンフレットの配布
RISCONの開催概要や見どころ、Myページの活用方法などを掲載した案内パンフレットを31万部発行。出展者には顧客への
PR・告知のための重要ツールとして希望数を無償提供した。

【案内パンフレットの主な配付対象】
警察・消防幹部、自治体危機管理監、各自治体防災・防犯担当幹部、地方議会、重要インフラ危機管理担当者、大手企業危機管理担
当者・総務部、大規模商業施設、教育機関、病院・高齢者福祉施設、各国大使館、商工会議所、刑務所、入国管理局、税関　等

■プレスリリースの発行
本展の見どころや出展者の新製品発表や実演展示などの詳細情報を募集してプレスリリースの内容に反映。プレスリリース配信
サービス大手3社からの一斉配信に加えて、主要報道機関や業界関連機関に展開するとともに、テレビ局取材誘致を図った。

広報活動
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RISCON会場レイアウト図　※は共同出展者

Aホール Bホール
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Aホール Bホール
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出展者 小間番号
あ
アイ・アール・システム AR-26
IoTBASE AT-11
愛知工業大学　知能機械システム工学研究室 AN-28
　※サンリツオートメイション AN-28
アイテックス AK-12
アキレス AE-03
アクアパワーエナジー AT-17
アコードインターナショナル AA-25
アスク AK-10
足立織物 AB-22
ANEOS AT-19
E.F.E AX-10
eロボティクス AV-20
移動無線センター AT-21
インターマン AM-08
　※テックゲート AM-08
WOTA AQ-16
ウチヤマコーポレーション/東洋コルク AW-10
エアロシールド AL-10
　※富士通ゼネラル AL-10
エアロファシリティー AW-13
HTC	NIPPON AS-03
エイブル山内 AQ-10
　※日本エンコン AQ-10
SBクリエイティブ AK-16
NSI AU-10
NBCメッシュテック AT-12
エミック AZ-21
エムシープランナーズ AZ-11
MTD	Japan AZ-23
MT-NET AV-11
エルピーガス振興センター AT-06
オフィスのミカタ AL-16
か
神奈川機器工業 AU-08
カワサキモータース AD-21
カワハラ技研 AL-26
関西ペイント販売 AZ-10
気象庁 AR-28
キャラバン AU-16
玉鳥産業 AW-19
緊急地震速報利用者協議会 AA-27
近代消防社 AB-21
キンリュー AU-03
クオリティソフト AQ-26
　※双葉電子工業 AQ-26
クリロン化成 AK-27
KEiKAコーポレーション AY-08
警備保障新聞新社 AH-01
警備保障タイムズ AK-01
月刊総務／月刊総務オンライン AX-14
幸源 AV-16
　※渡具知 AV-16
高知県産業振興センター AG-06
　※マシュール AG-06
　※関 AG-06
　※タナカショク AG-06
　※フロムハート AG-06
　※丸英製紙 AG-06
　※コアテック AG-06
ゴーアークジャパン AU-11
コーワテック AL-03
さ
サイトロンジャパン AU-01
サインアーテック AW-14
櫻護謨 AV-21
佐藤工業所 AX-07
サラヤ AH-16
三徳コーポレーション AT-14
三和エナジー AQ-07
　※大同井本エナジー AQ-07
三和商事 AY-16
　※ダブルエー・ホールディングス AY-16
JX通信社 AT-13
ジェーピージェネレーターズ AX-12

出展者 小間番号
重松製作所 AY-19
四国紙販売 AZ-15
時事通信社 AC-21
七洋交産 AR-01
　※Salomon AR-01
柴田科学 AM-11
昭電 AG-10
庄の屋 AW-12
神鋼造機 AG-14
SCREEN	SPEサービス AU-15
スペースエンターテインメントラボラトリー AK-03
住友商事マシネックス AL-04
スリーディー AV-04
セイキ AT-08
セキュリティ産業新聞 AV-01
セキュリティスペシャリスト協会 AL-01
世田谷工業振興協会 AZ-16
Seven	Seas	Planet AW-17
全国警備業協会 AT-01
センチュリー AK-04
総合サービス AZ-12
総務省	消防庁 AN-20
ソニック AU-19
た
高崎精器 AX-16
タカラ AZ-22
TASKMATE AU-05
中小企業基盤整備機構 AL-12
　※全国災害復興活動支援機構 AL-12
ChillStack AT-09
ティーアールシィー高田 AN-25
　※AMITE AN-25
ティーエフサービス AW-08
TD衛星通信システム AM-01
帝健 AB-27
帝国繊維 AM-03
テクノグリーン販売 AV-13
テレネット AB-25
東京都中小企業振興公社 AG-18
　※アイサーク AG-18
　※アサノ不燃 AG-18
　※イーバイピー AG-18
　※イガラシ AG-18
　※イルカカレッジ AG-18
　※ウオールナット AG-18
　※エヌエスティ・グローバリスト AG-18
　※NCCコンサルティング AG-18
　※海洋先端技術研究所 AG-18
　※クロスイメージング AG-18
　※コアシステムジャパン AG-18
　※コデン AG-18
　※コルバック AG-18
　※シェアクレスト AG-18
　※ジェーディーエルエンジニアリング AG-18
　※ストラテジー AG-18
　※Spectee AG-18
　※多摩川クラフト AG-18
　※チャレンジ AG-18
　※デザインアンドイノベーション AG-18
　※テレネット AG-18
　※テレパワー AG-18
　※トップウォーターシステムズ AG-18
　※ニッソク AG-18
　※白山工業 AG-18
　※ビット・パーク	 AG-18
　※山小電機製作所 AG-18
東京日穀商事 AM-13
東邦電気 AJ-01
トーハツ AQ-19
トーヨーセフティー AR-16
トライリンクス AY-14
トラスティア AM-28
な
那波クリエイト AR-27
新潟県/にいがた産業創造機構 AZ-08
新倉工業 AU-20

出展者 小間番号
日栄インテック AV-14
日機装 AN-10
日放電子 AU-13
日本海洋 AV-10
日本災害食学会 AZ-19
　※尾西食品 AZ-19
　※亀田製菓 AZ-19
　※ブルボン AZ-19
　※ハウス食品 AZ-19
　※アルファー食品 AZ-19
　※ホリカフーズ AZ-19
　※鈴廣かまぼこ AZ-19
　※アルファフーズ AZ-19
　※サタケ AZ-19
　※カゴメ AZ-19
日本電化工機 AK-07
日本保安用品協会 AV-12
日本防災士会 AA-26
　※防災士研修センター AA-26
　※日本防災士機構 AA-26
日本ユニシス AL-13
日本レストレーション協会 AV-19
ネクセライズ AK-26
は
ハート電機サービス AY-12
博士.com AT-10
ハタヤリミテッド AL-07
パナセア AM-09
パロンゴ AV-03
阪神交易 AM-06
ブイキューブ AN-12
富士グローブ AB-28
藤精機 AM-10
船山 AT-25
古河電気工業 AX-20
Protect	ONE AM-12-2
防衛省　航空自衛隊 AH-14
防災安全協会 AM-14
　※ウィズ AM-14
　※ホタルクス AM-14
　※コメット AM-14
　※CLO2	Lab AM-14
　※山本商事 AM-14
　※KEI	JAPAN AM-14
　※インフィテック AM-14
　※日本プロフィックス・エンジニアリング AM-14
防犯防災総合展2022 AW-16
ホープ AW-20
北陸ウェブ AU-04
ホンダパワープロダクツジャパン AX-21
ま
まいにち AQ-27
マクセル AV-08
水戸工業 AN-08
　※シーライブ AN-08
MIRAI-LABO AV-06
メッツ AM-12
MEDICAL	SANDBOX AW-15
モリタ AD-22
や
やまぐち産業振興財団 AL-27
　※伊藤 AL-27
　※中村建設 AL-27
ヤマハ発動機 AE-25
　※ヤマハモーターエンジニアリング AE-25
　※ヤマハモーターパワープロダクツ AE-25
山本光学 AU-14
ユニマットプレシャス AA-28
横田瀝青興業 AY-06
ら
レッツ・コーポレーション AR-03
ロゼッタ AU-12
わ
和光機械工業 AX-19

RISCON出展者一覧 （社名50音順）※は共同出展者
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21
開催概要

来場者状況

名　　　称　テロ対策特殊装備展（SEECAT）'21
会　　　期　2021年10月20日（水）〜22日（金）　3日間　10：00〜17：00
会　　　場　青海展示棟（東京ビッグサイト）　
主　　　催　株式会社東京ビッグサイト
特 別 協 力　東京都
後　　　援　�内閣府�科学技術・イノベーション推進事務局、警察庁、消防庁、公安調査庁、外務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、

海上保安庁、防衛省、アメリカ大使館商務部、英国大使館国際通商部、イスラエル大使館経済部　（順不同）
協　　　賛　公益財団法人公共政策調査会
運　　　営　アテックス株式会社
展 示 規 模　48社94小間
入 場 条 件　完全事前来場登録制（入場審査通過者のみ）

※WEB入場申請の内容によって、入場不可の場合あり
※入場無料

同時開催展　危機管理産業展（RISCON�TOKYO）2021

日付
Date

天気
Weather

来場者数
Registered Visitors

前回実績　Last Time
テロ対策特殊装備展（SEECAT）'20

来場者数
Registered Visitors

10月20日（水）
October�20

晴れ
Fine 1,188 1,273

10月21日（木）
October�21

晴れのちくもり
Fine�/�Cloudy 1,561 1,295

10月22日（金）
October�22

雨
Rainy 1,832 1,571

合　計　Total 4,581 4,139
※氏名・会社名等の来場登録を行った人数。会期中1回のカウントとし、再入場は含まない。
※プレスは含まない。

〈来場者業種別構成比〉

金融・クレジット 0.8％

海上・河川 0.6％

エネルギー・プラント 2.5％

商業施設・アミューズメント
 1.6％

公共施設・病院 0.7％

国・自治体（治安関係以外） 
7.7％

自動車・道路 1.8％
治安関係
41.8％

情報通信
9.9％

警備
7.5％

その他
ベンダー
15.2％

その他ユーザー 5.8％

治安関係内訳
公安調査庁 
0.1％

税関・入管・保健所
2.5％

海上保安庁 3.2％

自衛隊
36.8％

消防 14.1％

警察 43.3％

航空・鉄道 4.1％
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来場者アンケート集計結果
〈来場者職種別構成比〉 Q1

Q4 Q5

あなたの職務権限は？

Q2 今回の展示会を何で知りましたか? （複数回答可）

Q3 ご来場の主な目的は？ この展示会はあなたの役に
立ちましたか？ 次回のご来場予定は?

施設管理�1.5％
保安関係（民間）

1.6％
総務�1.7％

その他�6.3％
学生�0.2％

公務員・
団体職員
44.8％

広報・宣伝�0.8％

営業・販売
20.7％

企画・調査�
6.4％

経営者・役員
5.8％

研究・開発
7.8％

情報システム�2.4％ 特に役割は
ない
30.6％

機器／システムを機器／システムを
利用する立場から利用する立場から

意見を言う意見を言う
20.2％20.2％

購入・導入の購入・導入の
アドバイスをアドバイスを

する立場であるする立場である
33.0％33.0％

ほぼ自分の決定に従ってほぼ自分の決定に従って
購入・導入が決まる購入・導入が決まる

11.8％11.8％

購入・導入の最終決定を購入・導入の最終決定を
する権限を持っているする権限を持っている

4.4％4.4％

0 10 20 30 40

ホームページ 36.5％

18.1％主催者からのダイレクトメール

主催者からのメールマガジン 7.2％

検索エンジン
（Google、Yahoo等） 0.7％

15.5％知人の紹介

危機管理産業展に
来場したから 6.3％

（％）

26.3％開催のご案内・招待券

マスメディア 1.3％

来場しない
0.7％

非常に非常に
役に立った役に立った
47.4％47.4％

それほど役に
立たなかった
3.9％

役に立った役に立った
48.7％48.7％

必ず来場する必ず来場する
43.6％43.6％できればできれば

来場したい来場したい
55.7％55.7％

セミナーに
参加するため
6.5％

その他�5.3％ 製品、サービスの製品、サービスの
購入・導入検討購入・導入検討

13.7％13.7％

製品、サービスの情報収集製品、サービスの情報収集
74.5％74.5％

来場者数はコロナ禍にも関わらず前回比10.6%増となり、東京2020開催後も引き続きテロ対策への関心の高さがうかがえる。治安関係者
の構成比は前回よりさらに高まり40%超となった。約70%の来場者が製品・サービスの導入に関わっており圧倒的なマッチング力の高さ
が本展の特長となっている。来場者からは特にロボット・ドローンの活用やサイバーセキュリティへの高い関心が寄せられた。

国内唯一のテロ対策の専門展示会として警察・消防・自衛隊などの治安関係者から重要インフラの危機管理担
当者まで抜群の知名度を誇る本展。来場者を限定したクローズドショーとして事前に入場審査を実施しており、
ピンポイントで効率的な商談を可能としている。次回の来場希望は99.6%に達するなど来場者の満足度も高い。

Point

Point
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警察関係
警察庁 長官官房／刑事局／警備局／

交通局／情報通信局／生活安
全局／科学警察研究所／東京
都警察情報通信部／警察大学
校

警視庁 刑事部／警備部／警務部／公
安部／交通部／生活安全部／
組織犯罪対策部／地域部／総
務部／オリンピックパラリン
ピック競技大会総合対策本
部／サイバーセキュリティ対
策本部／方面本部／科学捜査
研究所／捜査支援分析セン
ター

愛知県警察本部 警備部
茨城県警察本部 刑事部
大分県警察本部 警備部
岡山県警察本部 刑事部／警備部／生活安全部
沖縄県警察本部 警備部
神奈川県警察本部 刑事部／警備部／生活安全部�

／総務部／地域部／科学捜査
研究所

岐阜県警察本部 警備部／警務部
京都府警察本部 警備部
熊本県警察本部 警備部
埼玉県警察本部 刑事部／警備部／情報通信部�

／生活安全部／総務部
千葉県警察本部 警備部／刑事部／生活安全部�

／総務部／地域部
栃木県警察本部 刑事部／警備部／生活安全部
富山県警察本部 刑事部
新潟県警察本部 刑事部
福井県警察本部 警備部
福岡県警察本部 警備部
和歌山県警察本部 刑事部
関東管区警察局 情報通信部
皇宮警察本部 警備部／護衛部

消防関係
総務省消防庁 防災課／応急対策室／危険物

保安室／広域応援室／参事官
室／特殊災害室／消防研究セ
ンター

東京消防庁 企画調整部／救急部／警防部�
／装備部／総務部／防災部／
予防部／消防技術安全所／消
防方面本部／消防学校

各市町村消防局／
消防本部／消防組合

厚木市／市川市／市原市／柏
市／川口市／川越地区／川崎
市／桐生市／草加八潮／埼玉
県央広域／さいたま市／相模
原市／佐倉市八街市酒々井
町／鈴鹿市／千葉市／名古屋
市／習志野市／成田市／野田
市／浜松市／葉山町／三郷
市／八千代市／横浜市

防衛省関係
防衛省 大臣官房／整備計画局／地方

防衛局／情報本部／防衛研究
所／防衛大学校／防衛医科大
学校

統合幕僚監部 運用部／総務部／国際平和協
力センター

陸上幕僚監部 指揮通信システム・情報部／
人事教育部／装備計画部

海上幕僚監部 装備計画部／防衛部／衛生企
画室

航空幕僚監部 防衛部／科学技術官
陸上自衛隊 陸上総隊司令部／化学部／研

究部／施設部／需品部／人事
教育部／装備計画部／弾薬
部／通信電子部／開発実験
団／第1空挺団／第1ヘリコプ
ター団／警務隊／情報処理
隊／システム開発隊／対特殊
武器衛生隊／中央業務支援
隊／中央即応連隊／中央輸送
隊／通信保全監査隊／衛生学
校／情報学校／高射学校／化
学学校／武器学校／輸送学校

海上自衛隊 艦隊情報群司令部／航空機部／
水上戦術開発指導隊／中央シス
テム通信隊／横須賀地方隊／第
51航空隊／幹部学校／自衛隊横
須賀病院

航空自衛隊 航空支援集団司令部／研究開
発部／中部航空警戒管制団／
中央業務隊／東京地方警務
隊／幹部学校

自衛隊指揮通信
システム隊

本部

防衛装備庁 長官官房／技術戦略部／装備
政策部／調達事業部／プロ
ジェクト管理部／陸上装備研
究所／航空装備研究所／次世
代装備研究所

財務省
財務省 関税局／関税中央分析所
大阪税関 調査部
東京税関 監視部／調査部
門司税関 調査部
横浜税関 監視部／調査部

法務省
法務省 矯正局／刑事局
公安調査庁 総務部
出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局
拘置所 東京拘置所／立川拘置所

国土交通省
国土交通省 大臣官房／海事局／航空局／

自動車局／鉄道局／東京航空
局／関東地方整備局

海上保安庁 警備救難部／総務部

中央省庁
内閣官房 副長官補（事態対処・危機管

理担当）／内閣サイバーセ
キュリティセンター／小型無
人機等対策推進室

内閣府 政策統括官／原子力防災担
当／防災デジタル・物資支援
担当

外務省 大臣官房／国際協力局／総合
外交政策局

厚生労働省 大臣官房／DMAT事務局／
国立感染症研究所

経済産業省 製造産業局
環境省 原子力規制庁

自治体
東京都 下水道局／交通局／港湾局／

産業労働局／水道局／政策企
画局／総務局／中小企業振興
公社

東京都�市区町村
危機管理担当者

荒川区／板橋区／大田区／北
区／国立市／品川区／杉並
区／墨田区／世田谷区／中野
区／西東京市

道府県
危機管理担当者

茨城県／神奈川県／埼玉県／
静岡県／千葉県

市町村
危機管理担当者

磐田市／印西市／鎌ケ谷市／
神崎町／座間市／つくば市／
習志野市／西宮市／藤沢市／
横浜市

外国公館等
米国大使館 麻薬取締局／商務部
ロシア大使館 領事部

関係機関・団体等
技術研究組合国際廃炉研究開発機構 総務部
国立印刷局 本局管理部
JRA日本中央競馬会 ウインズ後楽園
自然環境研究センター 鳥獣被害防止部
東京オリンピック・
パラリンピック競技
大会組織委員会

警備局

長崎大学感染症共同研究拠点 施設・安全管理部門
日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリティ統括部
日本航空宇宙工業会 技術部
預金保険機構 システム統括室
量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門

民間企業・団体
IHI 防衛事業連携統括部
愛知製鋼 スマート事業統括部
アイデミア・ジャパン 事業開発部
アクティオ 官公庁営業部
アサヒセキュリティ 東京本部
朝日建物管理 首都圏事業部
アゼアス 防護服・環境資機材営業部
アペックス 産業機器部
アリアンツ火災海上保険 建設・エンジニアリング部
ALSOK昇日セキュリティサービス 営業戦略部
安全サポート 情報部
AlmataGlobal Management
イオンリテール 開発本部建設統括部
池上通信機 公共営業部
いすゞ車体 営業開発部
伊藤忠アビエーション 事業開発室
伊藤忠人事総務サービス 資産運営部
伊藤忠テクノソリューションズ 科学システム本部
イトーキ 原子力施設販売室
イヨンインターナショナル 航空事業部
Walt�Disney�Attractions�Japan Park�Operations
AirAsiaX Head�quarter�Security
ANAスカイビルサービス 産業システム事業本部
ＨＹＳエンジニアリングサービス 防衛整備部
エクシオテック 情報通信事業本部
NEC NTT営業本部
NECネッツエスアイ 営業統括本部
NTTデータ経営研究所 情報未来イノベーション本部
NTT西日本 エンタープライズビジネス営業部
NTTファシリティーズ 首都圏事業本部営業部
エヌビディア オートノマスマシン事業部
江守情報 ソリューション・ビジネス事業部

主要来場者
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大阪回生病院 総務
小田急電鉄 安全・技術部
小田急ビルサービス 警備事業部
オリエンタルランド 運営本部セキュリティ部
オリックス MICE-IR推進室
海外物産 宇宙航空事業部
加賀FEI システム機器ビジネス部
鹿島建設 中部支店
川崎重工 航空宇宙システムカンパニー
関西エアポート 伊丹空港運用部
関電工 社会インフラ統轄本部工務ユニット原子力部
関東航空計器 営業部
関東労災病院 看護部
キヤノン イメージソリューション事業本部
協和警備保障 千葉支社
近計システム 社会システム事業部
KSP・EAST 羽田支社
KDDI 海外事業推進部
警備人材育成センター 講習事業部
KDDIエンジニアリング 通信対策室
KELA Cyber�Intelligence�Center
ケンコトキナー オプトディバイス海外課
原燃輸送 設計開発部
小岩金網 技術開発部
構造計画研究所 情報通信営業部
神戸製鋼所 装備業務
コーワテック 営業部
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 経営企画室
コニカミノルタ 画像IoTソリューション事業部
サイトロンジャパン 国内営業部
サッポロ不動産開発 役員
ザ・ペニンシュラ東京 警備・危機管理部
サン電子 モバイルソリューション事業部
JRC特機 経営戦略部
ジェイアールシー特機 技術第一部設計2G
JR東海 新幹線鉄道事業本部
JFE東日本ジーエス セキュリティ事業部
ジェイコム東京 人事管理統括部
重松製作所 営業本部
柴田科学 海外・新規事業本部
ジャコムトレーディング 特機営業
ジャパンマリンユナイテッド 艦船技術部
JALＵX 航空機部
首都圏新都市鉄道 運輸部
スカイマーク 空港本部空港管理部
スカパーJSAT モバイルキャリア事業部
スターツファシリティーサービス ビルコム部
住友商事 デジタルマーケティング事業部
成蹊大学 管理局
西友 ガバナンス本部リスク・コンプライアンス部
セコム 技術開発本部
セノン テクニカルセンター
セブン銀行 金融犯罪対策部
仙台国際空港 管理部�ITグループ
セントラル警備保障 研究開発部
全日空商事 アビエーション事業部
全日警 JR業務統括部
装研 企画部
綜合警備保障 開発企画部
双日 航空事業部
双日エアロスペース 航空・宇宙セキュリティー営業部
双信商事 営業部
装備開発機構 営業第2部
ソニー生命保険 東京中央第9支社
ソリトンシステムズ サイバーサービス部
損害保険ジャパン 企業営業第四部

第一実業 航空・インフラ事業部
第一総合警備保障 管理本部
第一電波工業 特機部
ダイキン工業 特機事業部
太陽工業 国土事業本部�特需事業部
大陽日酸JFP 生産開発部
タレスジャパン 防衛事業部
中国化薬 営業本部
中部電力 原子力部
千代田化工建設 デジタル企画マーケティング部
通研電気工業 技術本部
ＤＮＰアイディーシステム 営業本部営業第1部
TD衛星通信システム 衛星通信事業部
テイケイ 消防設備事業部
帝国繊維 空港特殊車輌グループ
帝国ホテル 総務部
帝人 ソリューション開発部
デジタルデータソリューション フォレンジクス事業部
電気事業連合会 原子力部
電源開発 原子力技術部
デンソーウェーブ 社内ソリューション営業部
東海旅客鉄道 新幹線鉄道事業本部
東急コミュニティー 設計監理部
東京医科大学病院 放射線部
東京ガス不動産 開発営業本部
東京計器 電子システムカンパニー
東京警備保障 営業開発本部
東京地下鉄 安全・技術部
東京電力ホールディングス 原子力運営管理部
東京臨海高速鉄道 運輸部
東芝 電池事業部
東芝インフラシステムズ 電波システム事業部
東芝自動機器システムサービス 紙幣処理システム営業部
東芝デジタルソリューションズ ICTソリューション事業部
東芝電波プロダクツ 海外事業開発営業部
東武タワースカイツリー 電波塔事業本部
東洋テック 常駐部
東洋紡 AC製品事業部
東横化学 MIRAIチーム
ドッドウエルビー・エム・エス セキュリティシステム事業本部
凸版警備保障 警備本部
トプコン 特需ビジネス推進部
中松商会 ネットワークエンジニアリング部
成田エアポートテクノ 保全管理部
南洋貿易 営業本部　グローバルプロジェクトチーム
西日本高速道路 東京事務所
西日本鉄道 業務部
西日本電信電話 エンタープライズビジネス営業部
日油 化薬事業部
日建設計 設備設計部門設備設計部
日新システムズ システム・ソリューション事業部
日信防災 保守システム部
日鉄ソリューションズ 社会公共ソリューション事業部
日本アクアラング 官公庁事業部
日本エアロスペース ソリューションシステム本部
日本エム・アイ・シー セキュリティー室
日本貨物鉄道 危機管理部
日本経済新聞社 イベント・企画ユニット
日本原子力発電 発電管理室
日本原子力防護システム 若狭事業部
日本航空 安全推進部
日本空港ビルデング 施設運営部
日本コンピュータビジョン プロダクトマネジメント部
日本自動車連盟 本部ロードサービス部
日本信号 スマートセンシング技術部
日本製鋼所 特機本部

日本セイフティー ラップポン事業部
日本ゼオン 生産革新センター
日本総研情報サービス 総務課
日本通運 五反田航空営業部
日本電気 電波・誘導事業部
日本電気航空宇宙システム 宇宙防衛ソリューション事業部
日本飛行機 技術・品証本部技術部
日本物理探鑛 企画本部
日本マイクロソフト パブリックセクター事業本部
日本無線 事業統括部
ニュー・オータニ 内部統制推進室
ネクセライズ 防災事業部
ハコダテドック 艦船修繕事業本部
パナソニックＬＳエンジニアリング 技術統括部　東部設計部
パナソニックシステムソリューションズジャパン サービスインテグレーション本部セキュリティサービス部
阪急阪神エクスプレス 品質管理部
Peach・Aviation 航空保安部
日立国際電気 特機事業部設計本部新事業開拓部
日立製作所 指揮管制システム設計部
ヒルトン東京お台場 Security
廣瀬商会 機能材事業本部
FA–MAS 防衛戦略室
富士ソフト システム事業本部
富士通 ナショナルセキュリティ事業本部
富士通ゼネラル ビジネス推進部
富士フイルムイメージングシステムズ イメージテック事業本部
双葉電子工業 経営企画本部
古川ポンプ 総務
ブルカージャパン ダルトニクス事業部
古野電気 システム機器事業部
ペリカン・プロダクツ 日本支社
ボーイングジャパン インターナショナル　セキュリティー
北海道モリタ 防災車両部
ホビージャパン アームズマガジン編集部
ポラリスジャパン ORV
マルハン 保安・セキュリティ課
丸紅エアロスペース 防衛システムビジネスユニット
ミクニ 航空宇宙事業部
三井E&Sホールディングス 人事総務部
三井共同建設コンサルタント 電気通信事業部
三井住友信託銀行 マーケット金融ビジネスユニット
三井物産 航空事業開発室
三井不動産 ビルディング本部運営企画部
三菱重工業 防衛・宇宙セグメント特殊車両事業部
三菱スペース・ソフトウエア つくば事業部
三菱倉庫 企画業務部
三菱電機 防衛システム事業部
三菱ふそうトラック・バス 営業部
水戸工業 品質保証部
ミドリ安全 フットウェア営業営業部
三波工業 統括事業推進部
ミネベアミツミ 特機販売部
ミリアルリゾートホテルズ セキュリティ部
村山商事 負荷運転事業部
明電舎 社会インフラ事業企画本部再エネ推進部
メトロームジャパン スぺ部
森ビル 商業施設事業部
モリタ 名古屋支店営業課
守谷商会 機械一部
八重洲地下街 保安部
ヤマタネ 物流本部
リコー MA事業部
リスコム 警務部
りそな銀行 営業第二部
レンタルのニッケン リスクマネジメント部
六ヶ所原燃警備 警備部
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展示製品

特別テーマ

展示構成

海外出展

検知・検査・分析 危険物捜査、違法通信監視用製品、最新検知器、モバイルフォレンジック、インフラ点検、
爆発物検知器、放射線測定器　など

監視・警戒システム センサーカメラ、高解像度カメラ、サーマルカメラ　など

通信機器・暗号技術 衛星中継車、小型通信衛星システム、小型アンテナ、映像伝送装置、携行型IP無線機　
など

侵入防止・入退室管理・
生体認証システム フェンス侵入検知システム、海上状況認識システム　など

特殊装備
救助用油圧器具、防弾具、LEDライト、防刃服、グローブ、簡易防弾シールド、
耐弾ブロック、金属探知機、特殊潜水器材、秘匿会話システム、暗視眼鏡、
レーザー照準器、ドローン侵入検知、ネットランチャー、X線検査装置　など

シミュレータートレーニング機材 外傷訓練シュミレーター、訓練用ビジュアルシミュレーションシステム、訓練用装備　
など

避難・救助・救急医療 捜索救助ソリューション　など

テロ対策全般 地理情報システム、液体検査装置、金属探知器、画像・映像解析ソリューション、
回線暗号化、サイバー攻撃対策、爆発物処理用ロボット、自販機カメラ　など

ソフトターゲット対策 車両停止装置　など

サイバーセキュリティ サイバーセキュリティソリューション、トレーニング商品、電磁波セキュリティ、
EMP対策ラック　など

港湾警戒ソリューション 水中探知器、水中音響カメラ、赤外線カメラ　など

画像・映像解析 画像鮮明化システム、来訪者検知システム、AI画像解析、侵入検知、マスク検知、
人数カウント　など

ロボット・ドローン活用・対策 産業用ドローン導入・教育サービス、水中ドローン、ドローン対策、偵察ドローン、
ドローン検知・対処機器・システム　など

海外からの出展はカナダから1社が出展。その他、日本の支店や代理店を通して海外の最新技術・情報を入手できる唯
一の展示会として関係者からの期待も高い。また、今回はイスラエル大使館の協力により、イスラエル企業の最新技術
を紹介するセミナーを実施した。
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出展者アンケート集計結果
Q1 今回出展されるに至ったきっかけ

出展の案内をDMで受け取って�4.0％

業界紙等の開催告知記事を見て�4.0％

毎年出展している
68.0％

その他
8.0％

評判を聞いて�8.0％

取引先・関係先の紹介�8.0％

Q3 会期中における来場者との
商談についてQ2 本展示会の来場者数について

商談があった商談があった
56.5％56.5％

商談は
なかった
43.5％

期待どおりであった期待どおりであった
60.0％60.0％

期待以下
であった
15.6％

期待以上期待以上
であったであった
24.4％24.4％

Q4 出展の成果について

1 商談の場として

4 新製品発表の場として

2 新規顧客獲得の場として

5 販売促進/PRの場として

3 既存客へのアピールの場として

6 製品に対する来場者からの意見収集の場として

期待どおりであった期待どおりであった
78.2％78.2％

期待以下
であった
10.9％

期待以上期待以上
であったであった
10.9％10.9％

期待どおりであった期待どおりであった
82.6％82.6％

期待以下
であった
4.3％

期待以上期待以上
であったであった
13.0％13.0％

期待どおりであった期待どおりであった
82.6％82.6％

期待以下
であった
6.5％

期待以上期待以上
であったであった
10.9％10.9％

期待どおりであった期待どおりであった
82.7％82.7％

期待以下
であった
4.3％

期待以上期待以上
であったであった
13.0％13.0％

期待どおりであった期待どおりであった
73.9％73.9％

期待以下
であった
10.9％

期待以上期待以上
であったであった
15.2％15.2％

期待どおりであった期待どおりであった
86.7％86.7％

期待以上期待以上
であったであった
13.3％13.3％

来場者限定クローズドショーだからこそ実現する本展の圧倒的なマッチング力は、出展者の高い満足度にもつながっている。
出展者からは「ユーザーが明確でプロフェッショナルな展示会」「しっかり商談できるリアル展の良さをあらためて実感した」
等の声が上がった。出展者アンケートについては、「期待以上」「期待通り」の評価が大幅に増加する結果となった。

Point
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アドバンストセミナー
10月20日（水）
10：30〜11：30
国民保護について

講　　　師　�内閣官房　内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付　内閣参事官 東　　高士 氏 
消防庁　国民保護・防災部防災課国民保護運用室 　佐藤　　篤 氏

13：30〜15：00
サイバーセキュリティを考える
〜「東京2020」の振り返りと「2025年大阪・関西万博」への提言〜

パネリスト　�NECネクサソリューションズ株式会社　技術開発事業部�シニアエキスパート�
 中西　克彦 氏 
警察庁　警備企画課�サイバー攻撃対策室長　 宮西　健至 氏 
警察庁長官官房参事官（サイバーセキュリティ対策調整担当　 羽石　千代 氏 
内閣官房�内閣サイバーセキュリティセンター　企画官　 雲田　陽一 氏 
イーヒルズ（株）　取締役　 渡部　宗一 氏

コーディネーター　（公財）公共政策調査会　研究センター長　 板橋　　功 氏

15：30〜16：30
外務省セミナー

講　　　師　外務省　国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当大使　 鈴鹿　光次 氏

10月21日（木）
13：30〜15：00
新たなセキュリティの展望
〜「東京2020」の振り返りと「2025大阪・関西万博」への提言〜

パネリスト　�警視庁　警備部長　 岩下　　剛 氏 
内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官 宇田川　佳宏 氏 
警察庁　警備局警備運用部�警備第一課�課長　 土屋　暁胤 氏 
警察庁　外事情報部�国際テロリズム対策課長　 山﨑　洋平 氏

コーディネーター　（公財）公共政策調査会　研究センター長　 板橋　　功 氏

10月22日（金）
12：00〜13：00　
イスラエルセミナー

講　　　師　�イスラエル大使館　大使・武官・経済公使 及び 企業ピッチ 
Authority�(Ambassador,�Defense�Attache,�and�Economic�Attache)�and�Pitch�by�
companies

13：30〜15：00
コロナ禍で考える多数傷病者発生事案への対策と
対応能力の強化
〜「東京2020」の振り返りと「2025大阪・関西万博」への提言〜

パネリスト　�聖路加国際病院　�副院長�救急部長　 石松　伸一 氏 
藤沢市民病院　副院長　 阿南　英明 氏 
自衛隊中央病院　　 永田　高志 氏 
東京消防庁　警防部特殊災害課長　 早坂　　誠 氏

コーディネーター　(公財)公共政策調査会　研究センター長　 板橋　　功 氏

15：30〜16：30
国際テロ情勢

公安調査庁　調査第二部　第五部門管理官　 池内　久晃 氏

サイバーテロ等の脅威 公安調査庁　調査第二部　第一課上席専門職　 南條　恭宏 氏

10月20日（水）
12：00〜13：00
スマホアプリで行うモバイルフォレンジックの
デジタル証拠捜査

講　　　師　MSAB�Japan（株）　 興津　元佐 氏

10月21日（木）
12：00〜13：00
警備先進国シンガポールの
最先端セキュリティーシステムのご紹介

講　　　師　（株）ウッズ　営業技術部　 森山　彰彦 氏

出展者プレゼンテーション
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広報活動

■広告
・業界専門紙誌

掲載日 媒体
10月号・11月号 近代消防
9月号・10月号 セキュリティ研究

9/25、10/5、10/15 警備新報
9/21、10/1，10/11 警備保障タイムズ

9/25、10/10 セキュリティ産業新聞

■メールマガジン
掲載日 媒体
9月3日 事前登録開始
10月8日 見どころ紹介
10月15日 開催迫る
10月19日 いよいよ明日開幕

・Web
掲載日 媒体
10月21日 時事通信社

■パブリシティ
・テレビ

掲載日 媒体
12月11日 TBSテレビ

1 主な来場メディア
朝日新聞社／NHK／共同通信社／警備保障新聞新社／警備保障タイムズ／航空新聞社／産業タイムズ社／産経新聞社／水道産
業新聞社／石油化学新聞社／TBSテレビ／毎日新聞社
【プレス来場者数34名】

2 来場誘致広告、パブリシティ（記事掲載・テレビ放映）、メールマガジン

3 案内パンフレットの配布、プレスリリースの発行
■案内パンフレットの配布
出展者から顧客へPR・告知するツールとして案内パンフレットを提供。また、事務局からは、特別協力の東京都、後援機関、
協賛団体を通じた治安関係者への来場案内と併せ、警察・消防・自衛隊等の幹部やインフラ関係事業者の経営層にもダイレク
トメールによって案内するなど、テロ対策の関係者に限定して来場誘致活動を実施した。

■プレスリリースの発行
主要報道機関・関連業界メディア向けに報道用資料を発行。本年の見どころやセミナー・出展者情報などの詳細を告知して会場
での取材・情報発信を働きかけた。
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SEECAT出展者一覧／会場レイアウト図 
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出展者 小間
番号

あ
RSダイナミックス BJ-09

赤尾 BC-09

インフォマティクス BA-10

ウッズ BE-05

エーティ�コミュニケーションズ BJ-13

エス・ティ・ジャパン BM-05

エム・エー・ジェー BH-09

MSAB�Japan BB-03

オペレーション・トレーニング・サービス BB-10

か
クマヒラ BN-07

グローリー BF-01

K.J.フェロー BH-01

ゲネシスコンマース BA-12

公安調査庁 BL-05

コーンズテクノロジー BA-03

さ
サイバーディフェンス研究所 BC-07

JDRONE BC-05

SISEN BM-01

ジャパン・インフラ・ウェイマーク BH-07

ジャパンセル BJ-03

セキュリティー BE-01

　※ノーベルアームズ BE-01

ソリッド・ソリューションズ BF-03

た
テクノサイエンスシステムズ BF-05

東芝インフラシステムズ BB-01

東陽テクニカ BF-10

出展者 小間
番号

な
内閣官房 BG-13

二十世紀商事 BJ-07

日本エヤークラフトサプライ BJ-10

日本エンジニアリング貿易 BF-09

日本海洋 BB-05

日本工機 BF-07

日本原子力研究開発機構 BH-10

日本ゴア BJ-01

ネクシス光洋 BE-07

は
ハイテクインター BD-13

ハナイ BJ-05

フジタ医科器械 BF-13

防衛装備庁 BN-01

ポニー工業 BH-05

Bohemia�Interactive�Simulations BA-06

ま
三井物産エアロスペース BA-01

ミリテック BB-09

ら
リアルビズ BL-01

リガク BA-07

ロボティクス・センタージャパン BE-10

　※シマヅプレシジョンインスツルメンツインク BE-10

海外
Octasic BE-13
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感染症対策 本展は、出展者・来場者の皆さまを安心・安全にお迎えするために、政府・東京都・

完全事前登録制により、当日登録所の混雑緩和。
QRコードを活用した非接触による入退場チェックを実施。会場内の混雑状況をリアルタイムで把握。

検温、マスク着用、手指消毒を徹底。
隔離用テントでの救護室（看護師常駐）を設置。
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業界団体・会場等のガイドラインに沿って徹底した感染症対策を実施しました。

会場内のソーシャルディスタンスの確保と飛沫感染防止を徹底。

セミナー会場や企画展示会場も徹底した感染症対策を実施。

ご協力ありがとうございました。29



次回開催
予　　定

お問い合わせ

22

2022

■会期／2022年10月5日（水）〜7日（金）
■会場／東京ビッグサイト　西1〜2ホール

RISCON TOKYO・SEECAT 事務局
〒100–0013　東京都千代田区霞が関1–4–2
　　　　　　大同生命霞が関ビル４階�アテックス（株）内
TEL　03–3503–7641　　FAX　03–3503–7620
E-Mail�［RISCON］ofc@kikikanri.biz
� ［SEECAT］ofc@seecat.biz


	024641-01 01-mae-honbun01-17[1-19].pdf
	024641-01 02-honbun18-30[20-32].pdf

